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In noncentrosymmetric magnets, where the inversion and time reversal symmetries are simultaneously broken, the
propagation of quantum wave is nonreciprocal i.e. the degeneracy between +k and –k states are completely lifted. In this
study, we have investigated the nonreciprocity of magnons and phonons (acoustic waves) excited by microwave and
microwave itself in GHz region. We have demonstrated the nonreciprocal propagation of magnons in a chiral
ferrimagnet LiFe5O8. The microscopic origin of nonreciprocity is ascribed to the asymmetric magnon band induced by
the Dzyaloshinskii-Morya interaction. We have also studied the nonreciprocity of microwave itself in another
noncentrosymmetric magnet CuB2O4. We have detected the nonreciprocal microwave transmittance in the canted
antiferromagnetic state. We have shown that the nonreciprocity can be explained by the microscopic magnetoelectric
coupling. Finally, the nonreciprocity of phonons (acoustic waves) has been studied in terms of microwave. We have
successfully observed the nonreciprocity of surface acoustic wave in a Ni/LiNbO3 bilayer excited by the interdigital
transducer and microwave. By means of detail angle dependence analysis we have clarified the origin of nonreciprocity
is different polarizations depending the direction of wave vector. These results may pave a new path to designing the
nonreciprocal microwave devise.
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Fig. 1: Microwave transmittance owing to
magnon propagation from port 2 to port 1
(ΔS21) and from port 1 to port 2 (ΔS12) for
(a),(b) chiral LiFe5O8 and (c),(d) reference
Y3Fe5O12 crystals.

Fig. 2: Nonreciprocity of microwave
transmittance in CuB2O4. When the crystal
chirality is reversed by the rotation of magnetic
field, the nonreciprocity is also reversed,
indicating the nonreciprocal microwave
dichroism.
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マイクロ波の非相反性を観測することに成功した。
この B サイト常磁性磁気共鳴励起周波数における
磁場とマイクロ波の波数が共に[100]方向にある
場の楕円偏光の向きが波数の方向によって異なる
ことに起因していることが明らかになった。
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Fig. 3: Absorption and phase velocity change as
functions of magnetic field in ferromagnetic
Ni/ piezoelectric LiNbO3 bilayer sample.
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と反転した。これにより、空間反転対称性と時間
反転対称性が同時に破れたことに伴う非相反性で
あることが明らかとなった。さらに、磁場方向依
存性の詳細な解析により、スピン依存 d-p 混成機

古典的な非相反性に加えて結晶構造対称性に依存
した新たなタイプの非相反性が存在することを明
らかにしたことである。これらの非相反性は、外
場制御型マイクロ波非相反素子など高付加価値な
デバイス創成へつながることが期待される。

構と呼ばれる電気磁気結合がその微視的な起源で
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